
 
 

平成２６年３月３日 

那珂市議会議長 

 福 田  耕四郎 様  

 

那珂市議会議会改革特別委員会 

委員長  君 嶋  寿 男 

 

議会改革特別委員会報告書 

 

本委員会の調査事件については、下記のとおり会議規則第１１０条の規定により報

告いたします。 

 

記 

 

１ 調査事件 

   議会改革特別委員会調査事項 

    １ 議会基本条例の制定に関する事項 

    ２ その他議会改革に関する事項 

 

２ 結 果 

調査完了とすべきもの 

 

３ 理 由 

   本委員会は、平成 24年 9月に設置され、議会改革についての調査研究を重ね、

基本条例に盛込む内容などを検討しながら、反問権、請願陳情者の委員会説明、

議会の録画中継、議会本会議の執行部出席者の見直し、議場改修など、対応可能

な改善策などを提案してきました。 

   そして、議会基本条例の案を作成し、平成 25 年 9 月に議会に提案し、議決さ

れ、10月 1日に施行となりました。 

   その後は、議会基本条例に基づく具体的な取り組みについて審議検討し、市長

の附属機関への議員就任の見直し、議会費予算の市長への要望、議員費用弁償の

見直し、議会報告会の開催、原子力安全対策特別委員会の常任委員会化などを実

施、提案してきました。 

   2 月 17 日の会議では、今後の本委員会の在り方を審議し、議会基本条例の制

定という所期の目的は達成したこと、議会改革は、今後、議会運営委員会で実施

すべきであること、また、議員定数や報酬などの重要課題については、新たな特

別委員会を設置して検討すべきであるとの結論をもって、当委員会は調査完了と

すべきであるとの結果になりました。 
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議会改革特別委員会審議検討の経過と概要 
 

平成２４年９月１９日 議会改革特別委員会設置   

 

第１回 平成２４年１０月１１日審議検討結果   

１ 議会基本条例   

・議会基本条例の成り立ちや概要について調査 

２ 今後の進め方   

・一年を目途に条例制定を目指していく 

・具体的な課題を整理しながら進めていく 

 

第２回 平成２４年１０月３１日審議検討結果   

１ 議会中継システム   

・平成２５年３月より議会録画をインターネットで配信する 

２ 今後の進め方   

・基本条例に盛込む事項を個別に審議していく方針とする 

３ 反問権   

・次回の１２月定例議会より実施していく 

 

第３回 平成２４年１１月２０日審議検討結果   

１ 市民の議会活動への参画   

・請願陳情者の意見陳述を１２月より実施していく 

２ 地方自治法の一部改正   

・地方自治法の一部改正により、委員会条例、会議規則、政務調査費交付条例の

一部改正を行う 

 

第４回 平成２４年１２月７日審議検討結果   

１ 委員会条例の一部改正   

・条例改正案の審議 

２ 政務調査費の交付に関する条例の一部改正   

・条例改正案の審議 

 

第５回 平成２５年１月１８日審議検討結果   

１ スケジュール   

・基本条例制定にあたり、市民アンケート、パブリックコメントなどをスケジュ

ールに盛込む 

２ 市民に関する事項   

・市民アンケート（４月に発送予定） 
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・議会基本条例の説明会（７月頃実施予定、実施詳細は後日検討） 

・議会基本条例のパブリックコメント（７月頃実施予定） 

・議会報告会（基本条例制定後に実施予定、実施詳細は後日検討） 

・議案に対し賛成反対議員の公表（平成25年3月定例会より、広報、ホームペー

ジに掲載） 

・議会広報の充実（広報委員会より意見を出してもらい検討していく） 

 

第６回 平成２５年２月８日審議検討結果   

１ 那珂市議会政務調査費の交付に関する規則改正   

・政務調査費の交付に関する条例改正に伴い、規則を改正する 

２ 議会運営に関する事項   

・会議規則の改正（自治法改正による本会議での公聴会、参考人制度導入、議案

動議提出者の緩和、委員会運営事項の追加補完、協議の場へ全員協議会追加） 

・全員協議会（原則公開、時期は検討） 

・議員間の自由討議（実施に向けて取り組む） 

 

第７回 平成２５年２月２１日審議検討結果   

１ 議会運営に関する事項   

・全員協議会（３月より傍聴可、傍聴不可案件は正副議長、議会運営委員会で判

断） 

・議員研修の充実強化（基本条例へ、研修・資質向上・政策形成向上のための勉

強会を盛り込む） 

・アンケート実施概要検討（２０歳以上、２千名、４月発送予定） 

 

第８回 平成２５年３月８日審議検討結果   

１ アンケート内容を審議決定 

 

第９回 平成２５年４月１１日審議検討結果   

２ 議会運営に関する事項    

・政策集団としての会派の活動（会派の定義を議会基本条例に入れる） 

・専門的知見の活用（活用することを議会基本条例に入れる） 

・参考人制度、公聴会制度の活用（活用することを議会基本条例に入れる） 

・通年会期（現在のところ必要性はない） 

・議案書の電子化（今後、調査検討していく方向とする） 

 

市民アンケート   

実施期間 平成25年4月12日～5月31日 

対象者 住民基本台帳から20歳以上の市民2,000人無作為抽出 
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配布・回収方法 郵送による発送・回収 

回答者数 758人（回収率37.9％） 

 

第１０回 平成２５年４月２４日審議検討結果   

３ 議会組織に関する事項    

・議員定数（基本条例に入れる、議員定数は議会が協議検討して決定） 

・議員報酬（基本条例に入れる、議員提出又は市長提出について条文検討） 

・費用弁償（今後の検討課題としていく） 

・委員会設置体制などについて（基本条例に入れる、委員会の機動力を十分に発

揮し、充実した審議を実施する姿勢を明示） 

・議会事務局の調査・法務機能などの体制整備について（基本条例に入れる、条

文検討） 

・議会図書室の充実（基本条例に入れる） 

・議場設備のＩＴ推進（議場の改修について協議検討） 

・議会予算の充実強化（基本条例に入れる、議会で協議の上市長に予算要求） 

・付属機関の設置（基本条例に入れる、議会活動や政策案件調査のための付属機

関を必要に応じて設置） 

・議長及び副議長選出において所信を表明する機会を設ける（基本条例に入れる、

現在も実施している、表明する場を本会議か全員協議会かは検討） 

・５月１６日に常陸太田市議会の議会基本条例について研修視察 

 

第１１回 平成２５年５月１６日審議検討結果 

常陸太田市議会調査視察 

常陸太田市議会 全員協議会室 午前１０時３０分～１１時５０分頃まで 

内容 （１）議会活性化特別委員会の経過報告について 

（２）議会基本条例について 

４ 市執行部に関する事項    

・二元代表制度の適切な理解（基本条例の前文に盛り込む） 

・執行機関の付属機関からの委員辞退について（審議会の内容を調査し、執行部

と意見交換を実施して検討する） 

・市の政策等の形成過程の説明（基本条例に盛り込む、条文は検討） 

・執行部の事業等への議員関与の透明化（基本条例に盛り込む、条文は検討） 

・地方自治法第９６条第２項の議決事項の追加（さらに調査検討をする） 

・執行部の議会出席者（現在、多数の出席であり、減らす方向で執行部において

検討） 

・その他 

・視察研修（必要性が出たときに実施する方針） 

・議会アンケート（現時点の集計結果、７４３通、37.15％、今後分析する） 
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・今後のスケジュール変更（住民説明会の割愛、議会報告会において基本条

例説明、6月に素案作成、7月議員全協説明、8月パブリックコメント、9月

に議決予定） 

・全員協議会室カメラ設置（6月から常任委員会、特別委員会、全員協議会

の庁舎内モニター放送開始） 

 

第１２回 平成２５年５月２９日審議検討結果   

５ 政務活動費に関する事項    

・政務活動費の公開（市民へ公開・報告していくことを基本条例に盛込む、条文

は検討） 

６ 議員政治倫理に関する事項    

・議員の政治倫理（政治倫理条例の順守などを基本条例に盛込む） 

７ 目的・目標・理念に関する事項    

・目的（開かれた議会、目的を簡潔明瞭に基本条例に盛込む） 

・議会の活動原則（傍聴者への資料配布、正副議長選挙の所信表明、活動方針な

どを基本条例に盛込む） 

・議員の活動原則（自己の資質・能力を高める、一部の市民ではなく市民全体の

福祉向上のために活動するなどを基本条例に盛込む） 

・議会基本条例を制定する意義（議会基本条例を制定する背景や制定意義、すべ

ての議員が理解し、実現、実施することが重要であること。議会基本条例の策

定方針としては、基本的な理念や目的・方針を定めて、実施可能な施策をまと

めて入れていく、制定後も検討をしながら、逐次、実施施策を追加していくこ

ととする） 

・その他の審議事項 

・議会アンケートの集計結果（７５３通回収、37.65%、自由意見記入内容を

配布） 

・議会録画配信のアクセス状況（５月２８日まで、４５５回再生） 

 

第１３回 平成２５年６月１０日審議検討結果   

議会だよりの編集に関する改善要望   

１ 議案質疑や討論の内容と議員名掲載は、現状のまま 

２ 研修視察の委員会・議員としての報告内容掲載は、現在の報告書は、委員長・

副委員長が事務局を交えて、作成しており、委員会の意見を集約してまとめて

いるので、現状どおりで問題ない。 

３ 請願陳情者の氏名掲載の配慮は、提出者の氏名掲載の配慮について、市民に

周知すること。 

那珂市議会基本条例骨子（案）   

基本条例 概要骨子（案）を作成 
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第１４回 平成２５年７月５日審議検討結果   

１ 議会基本条例（案）    

議会基本条例の骨子を基に作成した基本条例（案）の第１条から第２０条ま

でを審議検討 

 

第１５回 平成２５年７月１７日審議検討結果   

１ 議会基本条例（案）    

議会基本条例の骨子を基に作成した基本条例（案）の第２１条から第２５条

までを審議検討 

２ 議会議場改修（案）    

議場のマイク・カメラなどの全面改修を実施するため、具体的な内容について

審議検討 

 

◎議会基本条例のパブリックコメント実施  

７月３０日～８月２３日の期間で実施 

結果は、市民からの意見はありませんでした。 

 

第１６回 平成２５年８月１日審議検討結果 

議会議場改修に伴い、つくば市議会議場を調査視察 

午後２時～３時１５分頃まで 

内容 つくば市議会議場の録音録画設備について 

 

第１７回 平成２５年８月２８日審議検討結果   

１ 議会基本条例（案）    

・パブリックコメント結果（意見なし） 

・議会基本条例（案）の一部修正（字句や言い回しなど条文整理） 

・条例施行日 平成２５年１０月１日 

・議会報告会の具体的な取り組みなど 

 

第１８回 平成２５年９月５日審議検討結果   

・議会議場改修（案）    

議会議場改修のカメラ設置や議席の撤去など具体的な内容について審議検討 

・平成２６年度議会費予算要望（案）   

来年度、議会として必要な予算概要について、審議検討 

 

平成２５年９月１９日 議会基本条例 議決   

議会改革特別委員会委員の発議により、本会議に提出し、全会一致で可決 
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第１９回 平成２５年１０月１７日審議検討結果   

１ 議会報告会    

議会基本条例に基づく議会報告会の開催について、開催時期や内容、告知方法、

今後の準備などについて審議検討。 

 

第２０回 平成２５年１１月８日審議検討結果   

１ 議会報告会    

議会報告会の開催内容について、具体的な内容、役割分担、告知方法、配布資

料などについて審議検討。 

２ 市長附属機関等への議員参画    

市長附属機関等への議員参画について、附属機関の内容や近隣議会の参画状況

などの資料を説明し、意見交換。参画の方針は次回、審議検討。 

 

第２１回 平成２５年１１月１９日審議検討結果 

１ 議会報告会    

議会報告会の開催内容について、告知方法や、意見交換会の進め方、役割分担

など、開催内容等の修正などについて審議検討し、実施概要を集約。 

２ 市長附属機関等への議員参画    

市長附属機関等への議員参画について、審議検討し、個別の附属機関等に対す

る具体的な参画の方針を集約。 

３ 平成26年度議会費予算要望（案）    

議会基本条例に基づき、議会活動の活性化をはかるため、必要な予算を議会で

審議検討の上、市長へ要望することから、平成26年度議会費予算要望案について

意見交換。具体的な審議は次回、審議検討。 

 

第２２回 平成２５年１２月１３日審議検討結果   

１ 平成26年度議会費予算要望（案）    

平成26年度議会費予算要望案について、議員研修費を当初予算で要求していく

こと、議員の会議出席費用弁償の見直しなどについて、審議検討し、意見を集約。 

また、原子力安全対策特別委員会を常任委員会とすることを課題とした。 

 

第２３回 平成２６年１月１７日審議検討結果   

１ 議会報告会    

議会報告会の準備状況、配布資料、出席者や司会進行などの確認 

 

◎平成２６年１月２５日・２６日 議会報告会   

◎２５日（土）らぽーる 午後２時～午後４時頃 来客者８０人 

◎２６日（日）中央公民館 午後２時～午後４時頃 来客者６０名 



7 
 

第２４回 平成２６年２月１２日審議検討結果   

１ 議会報告会    

議会報告会の総括、アンケート結果、反省点改善点など意見交換 

２ 議員費用弁償の改正    

議員費用弁償の条例改正案の提出を確認 

 

第２５回 平成２６年２月１７日審議検討結果   

１ 原子力安全対策特別委員会の常任委員会化    

原子力安全対策特別委員会は、常設されている特別委員会であり、今後も設置

していくべきものであることから、常任委員会にすることを確認し、委員会条例

の改正をしていく 

２ 議会改革特別委員会    

特別委員会の初期の目的は完了していること、今後の議会改革は、議会運営委

員会で所管すべきであること、また、重要課題である、議員定数や報酬は、新た

な特別委員会で審議すべきであるとの結論として、調査完了とする。 


